本当に映画で英語力はつくの

？
？

大切なのは、映像、音声、字幕という3つの刺激
社会のグローバル化が進む一方で、日本人の英語力はほとんど上達していない。そんな現状を打破す
べく設立されたのが、映画 DVD を通じた英語学習を推奨する「映画英語アカデミー学会」だ。会長を
務める曽根田憲三教授に、学会の主旨や活動内容について伺った。

たわけです。高校の授業では、英語によ

映画業界、映像ソフト業界、放送業界な

る議論や討論を行うところまで踏み込ん

ど幅広い業界の人々が参加しています。

でいますから、かなり大きな変革といえ

会長は曽根田先生ですね。

るでしょう。ただ、残念ながら実際に英

私も年なので、そろそろ何か社会貢献で

── 最初に、今現在、学校教育の現場で

語で授業を行っている高校はさほど多く

きないかと思いまして（笑）。当学会では、

どのような英語教育が行われているのか、

ありません。だからこそ、英語を学習す

映画英語学習の楽しさを普及啓蒙するた

簡単に教えてください。

るためのほかの手段が必要なのです。

めの出版活動などに力を注いでいます。

小学校では2年前の4月から、中学校では

── 映画の DVD を英語教材として活用す

昨年4月から、高校では今年度の入学生

る発想はそこから生まれたのですね。

から新学習指導要領が実施されています。

はい。映画英語アカデミー学会は、英語

これによって英語は、“ コミュニケーショ

の学習法を研究する小中高大の教師や学

ン能力の育成 ” に主眼が置かれるようにな

習者を支援する産学協同の団体です。コ

── 映画英語アカデミー学会の活動につ

りました。例えば高校では、
「英語で授業

ミュニケーション英語を学ぶにはネイ

いて教えてください。

を行うこと」が基本になったのです。その

ティブスピーカーから直接教わるのが理

学会が主催する「映画英語アカデミー賞」

背景には、英語教育に対する文部科学省

想ですが、現実には難しい。それを補う

の選出と、その受賞映画を詳しく解説し

の危機感があります。

ための最も簡単で平等かつローコストな

た書籍の出版が活動の中心です。
「映画英

── つまり、読み書きはできても英会話

手段が、映画の DVD なのです。

語アカデミー賞」は映画の完成度を讃える

できないことが問題であると。

── その「映画英語アカデミー学会」の立

映画賞とは異なり、英語教材としての価

非英語圏出身者のみを対象としている英

ち上げの経緯を教えてください。

値を評価するための賞。対象は前年度に

語のテストとして、TOEFL があります。

話は、今から18年前に設立した映画英語

発売された DVD・BD の英語映画で、当

英語圏の高等教育機関が、入学希望者の

教育学会にまで遡ります。この学会はスク

学会のメンバーが総合評価を行い、小学

英語力を判定するためのテストですね。

リーンプレイ社の代表である鈴木雅夫氏の

生・中学生・高校生・大学生の部門ごと

これによると2010年の日本人平均スコア

発案によってできた団体で、学術的な研究

に受賞作を選出します。単なる人気投票

は120点満点中70点です。アジア29 ヵ国

を目的としたものです。鈴木さんはまだ洋

ではなく、文科省の新学習指導要領にお

中の27位。留学を想定している人たちが

画のシナリオ本がほとんどなかった1988

ける学校種別外国語項目を参考にした教

受験する TOEFL でこの結果です。将来

年に『E.T.』の対訳シナリオを出版した、

育的な基準で選んでいます。第1回の受賞

は、英語教育に力を入れている韓国や、

この業界のパイオニアです。ただ映画英語

作品を取り上げた書籍「第1回映画英語ア

海外留学に積極的な

教育学会は研究が主体なので、教育者や映

カデミー賞」は昨年9月に出版されました。

中国との差がますま

画関係者からは、もっと実践的な英語教育

ちなみに今年度版も9月初旬に発売される

す開いてしまうかも

の支援組織が欲しいという声が上がって

予定です。また、年に1回大会を開催して

し れ ま せ ん。 そ れ

いました。そこで再び鈴木さんが発起人

メンバーによる実践報告を行っているほ

で、文科省は英語の

となって、今年の3月16日に、英語教育の

か、各都道府県に結成されつつある支部

発信力、理解力を高

支援を目的とする「映画英語アカデミー学

単位でも、様々な発表会を行っています。

めるコミュニケー

会」が設立されたのです。

── 書籍を見ると、映画 DVD を活用した

ションに重点を置い

── 学会には民間の英語教師を中心に、

英語学習のポイントがよく分かりますね。

▶
▶ 誰もが利用できる映画 DVD は
▶ 英語を学ぶ最も簡単で平等な手段
▶

▶
▶「映画英語アカデミー賞」の選出と
▶ 書籍の出版で教育者と学習者を支援
▶

総合評価表は、映画の紹介及び英語解説
映画英語アカデミー学会 会長

曽根田憲三氏

そねだ・けんぞう : 相模女子大学学芸学部教授。英語文化コミュニ
ケーション学科でアメリカ映画、アメリカ文学を教えている。専門分
野は吹替翻訳とアメリカ現代ポップカルチャー。映画英語教育学会前
会長。アメリカ映画文化学会会長。好きな映画は『カサブランカ』。
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からなるふたつのパートで構成し、英語
解説では「お奨めの理由」
「英語の特徴」
「セリフ紹介」
「発展学習（授業での留意
点）」などを詳述しています。
── それぞれの作品が小学生・中学生・
高校生・大学生向けに区分されているの

「映画英語アカデミー学会」とは？
2013年に設立された英語教育・学習の支援を目的とする学会。小中高大の教師
や映像エンタメ業界、出版業界など幅広い分野の人々が集っている。英語教材
として作品を評価する「映画英語アカデミー賞」の主催や関連書籍の出版、実
践報告会の開催などが主な活動内容。
過去の映画英語アカデミー賞受賞作
ナニー・マクフィーと空飛ぶ子ブタ
塔の上のラプンツェル
英国王のスピーチ
フード・インク

第２回

第１回

小学生部門
中学生部門
高校生部門
大学生部門

小学生部門
中学生部門
高校生部門
大学生部門

長ぐつをはいたネコ
ものすごくうるさくて、ありえないほど近い
ヒューゴの不思議な発明
おとなのけんか

「スクリーンプレイ」とは？
映画の台詞とト書を、英語及び日本語で文
字化した完全日本語対訳本。音声で聞き取
れるすべての台詞を可能な限り英文化し、
発音上の短縮や連結なども
そのまま表記している。ま
た、豊富な語句解説やコラ
ムなども収録。
「英国王のスピーチ」

税込1680円／フォーイン スク
リーンプレイ事業部より発売中

はなぜでしょう？

だということが分かります。本当は「待っ

くれているようなものですね。

学習者のレベルに合った教育を行うため

てくれ、お前さんはまだ何も聞いちゃい

仰る通りです。そこにはレベルの高い英

です。ただ大学生向けでも、学習者のレ

ない」と言っているわけで、日本語字幕

語もあれば、庶民レベルのくだけた英語

ベルは様々です。例えば『おとなのけん

とは全然違いますね。このように、気に

もあります。汚い英語もあれば綺麗な英

か』のように議論や討論のシーンが多い映

なったシーンで日本語字幕と英語字幕を

語もある。学習者は自分のレベルや嗜好

画は、かなり英語力のある大学生でない

行ったり来たりすれば、その英語表現を

にあった映画を選んで、好きな時に勉強

と難しいでしょうね。正直、そこはまだ

自然に覚えることができるのです。

することができます。

作り手が試行錯誤しているところですが、

── 映画の好きなシーンを手掛かりに、

── 英語学習に適した映画の傾向、ジャ

読者の方々には自分のレベルに合わせて

英語の言い回しや決まった表現を覚える

ンルなどはありますか？

臨機応変に利用して欲しいですね。とに

ということですね。

ディズニー作品が向いていますね。内容

かく私は、映画のあるシーンを見せるこ

口真似して表現を覚えるわけです。英語

が子供向けなので、安心して見せること

とで、学習者に学びのきっかけを与えた

は単語を入れ替えるだけで別の表現にな

ができます。使われている英語のレベル

い。授業で歯についての英語表現を教え

りますから、とにかく決まった表現を覚

も国際的にスタンダードなものですから、

ても学生は興味を示しませんが、映画で

えていくことが重要。そして効率よく覚

学習時の目安になりますし。また、登場

歯が折れたシーンを見せた後なら、学生

えるためには、好きな作品や好きな俳優

する動物が間違った英語を使うこともあ

は面白がって話を聞きますからね。

が出ている作品を使うことが大切です。

る。それが分かるかどうかも自分の英語

── 映画を利用する場合、対訳シナリオ

力を判断する基準になりますね。

を読む方法もありますが、DVD を使うメ

── 先生は映画を通じたアメリカ文化を

リットはどこにあるのでしょう？

研究されています。映画なら英語だけで

言語習得の過程は、赤ちゃんが、親が発

なく、文化を知ることもできそうですね。

── この本に掲載されている映画の DVD

する音を真似しながら覚えていくのを見

例えば『オズの魔法使』は、単なるファ

で英語を勉強する場合、具体的にはどの

ると良く理解できます。まずは耳から。

ンタジー映画ではありません。人間が社

ような方法を取るのでしょう？

音声の影響力は非常に大きいですよね。

会で生きていくために必要なものを子供

基本的な学習法を説明しましょう。最初

また映画には映像があるので、学習者は

に教えているのです。同時に、継父母に

に、自分の英語レベルを知るために英語

シナリオほど意識を集中させなくてもセ

育てられた子供でも幸せになれるという、

字幕も日本語字幕も出さずに映画を通し

リフを理解することができます。映像、

家族のあり方も示唆しています。

て観ます。ネイティブの人と同じ観方で

音声、そして字幕という3つの刺激がある

── 実際に教育現場で DVD を使われてい

すね。DVD、BD は字幕のオンオフができ

DVD は、コミュニケーション英語を学ぶ

る※先生や生徒の反応はいかがでしょう？

ますから、ここがいいところです。でも

最善の方法といえるでしょう。シナリオ

生徒はみな喜んでいます。明らかに勉強

字幕なしの場合、おそらく会話の意味は

の場合もただテキストを目で追うのでは

への意欲が増していますね。今までの英

ほとんど分からないでしょう。次に、日

なく、口に出して読んでみればいいので

語学習では、実際には使わないような表

本語字幕を出して映画を観ます。すると、

す。全部読み終えたら、次は DVD を観て

現ばかりを無理矢理覚えさせられていま

「あのセリフはこういう意味だったのか」

勉強する。この方法がベストですが、残

したが、映画 DVD を使った学習なら、自

ということが分かります。でも、日本語

念ながらほとんどの新作映画では対訳シ

然に、かつ実際にネイティブが話してい

字幕は英語を直訳した表現ではありませ

ナリオが販売されていません。また、脚

る会話そのもの、本当の意味でのオーセ

ん。俳優が「待ってくれ、お楽しみはこ

本ではなく本編から会話を聞き取って、

ンティックな英語を学ぶことができます。

れからだ！」と言っているのは分かって

俳優のセリフそのものをベースにした対

何よりも、映画を見せれば授業自体が楽

も、その台詞が英語でどう表現されてい

訳シナリオは、スクリーンプレイの書籍

しみの場へと変わる。学生にとってはこ

るのかまでは分からないのです。で、最

以外、販売されていないのです。

れが一番大きいかもしれません。DVD を

後に英語字幕を出して映画を観る。する

── 映画はジャンルも内容も千差万別で

扱っている皆さんにも、映画をツールと

と、そのセリフが「Wait a minute, wait

す。 考 え て み る と、 こ れ は 無 数 の ネ イ

して求める新たな客層を開拓する手段と

a minute. You ain't heard nothin' yet!」

ティブスピーカーが生きた英語を教えて

して、是非ご注目いただきたいですね。

▶
▶ 映画から学ぶ 生きた英語表現
▶ レンタル・セル店が需要の受け皿に？
▶

※授業における BD・DVD の上映は、著作権法第三十八条等によって、例外的に許容されています
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